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会長挨拶及び報告

荒井潤一郎会長

11月はロータリー財団月間です。
ロータリー財団は、国際ロータリーの6人目の会
長アーチ・クランフ氏の提唱で1917年に基金とし
て発足し、1926年国際大会で「ロータリー財団」
と名付けられました。
「非営利財団法人」で博愛、慈善、人道的かつ教
育的目的をもつ効果的なプロジェクトに補助金を支
給しています。
ロータリー財団の使命は、ロータリアンが人々の
健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救
済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成
できるようにすることです。そして『世界でよいこ
とをしよう(Doing good in the world)』が標語となっ
ています。
人類は1つです。世界中の貧困や飢餓が減少し、
社会が向上し、世界が平和にならない限り、私たち
の真の平和はありえません。私たちのロータリー財
団が地域社会や国際社会への奉仕をさらに強化増大
していくためには、奉仕活動の充実と資金面の援助
が重要になります。
ロータリー財団は非営利団体であるため、ロータ
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リアンをはじめ、より良い世界を築こうというビ
ジョンを共有する財団支援者の方々からの自発的な
寄付のみによって支えられており、
１．年次基金
２．恒久基金
３．ポリオプラス基金・その他指定プロジェク
ト基金
があります。また、これらの寄付金を資金とするプ
ログラムが
１．地区補助金
２．グローバル補助金
３．ポリオプラス
４．ロータリー平和センター
です。
クラブとして、会員としてこれらのプログラムを
活性化させて、世界各地で人々の人生に変化をもた
らすよう寄付していきましょう。
報
告
１．第5回理事会が10月26日に開催されましたので
報告を致します。
①会計報告(9月分) 異議なし
②退会会員と新入会員について
退会者：石川会員(10月末)
入会者：石川偉夫様(36歳)湾岸高速運輸(株)
代表取締役
＊石川会員ご子息
推薦者：岡野会員
＊坂本会員は、安房運輸(株)常務取
締役に転籍
③11月からの例会について
＊食事は11月(本日)より再開
＊12月21日→忘年例会を中止し、通常例会
とするチャリティバザーの中
止にともない歳末たすけあい
募金は例会場にて募金箱を回
覧し、10万円に満たない分は
例会費予算で補う
＊1月4日→ 夜間例会(新年例会)を通常例会
とする
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④2021-22年度地区委員推薦について
今回は、創立50周年と重なり忙しくなるの
で、推薦者はなし
⑤第23回君津市福祉チャリティーゴルフ大会
への協力
例年通り3口(9000円)賛助しました
当クラブより大会への参加者は8名(2組参加)
⑥創立50周年記念実行委員会のメンバーが決
定
実行委員長 小幡会員
副委員長
鈴木会員・隈元会員・永嶌
会員・内山会員・荒井会員・
岡野会員
委員
遠田会員・佐々木会員
⑦その他 次回理事会開催日、場所について
令和2年11月30日(月)例会前11時30分～
ホテル千成
２．国際ロータリー第2790地区 漆原ガバナーよ
り、宮嵜会員へ委嘱状が届いていますのでお渡
しします。
RYLA実行委員会 委員 宮嵜慎
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〈配布物〉
１．ガバナー月信(11月号) P8
米山功労者(10回目) 廣田会員
米山功労者(4回目) 鈴木会員

福田

順也幹事

〈報 告〉
１．明日11月10日(火)君津市福祉チャリティーゴルフ大
会が開催されます。
時間：スタート 9時24分～
コース 白鳥：荒井会長・宮本会員・
宮嵜会員・秋元ゆかり会員
天神：岡野会員・内藤会員・
佐々木会員・村上会員
宜しくお願いします。
２．本日例会終了後に第2回指名委員会が開催されま
す。
指名委員会の皆様は、ご出席くださいますようお願
い致します。

〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．The Rotarian 英語版
４．RLI通信
５．台湾世界大会参加の募集案内
入会者紹介

湾岸高速運輸(株) 石川 偉夫様
紹介者 岡野 祐会員

本日、ご入会される石川偉夫さんをご紹介させて
頂きます。
平成26年に入会された、安房運輸株式会社の石
川会員から「これからは若い人たちに頑張って貰い
たい」とのお話があり、石川さんの3男、偉夫さん
を入会させたいとの事で本日の運びとなりました石
川偉夫さんですが、昭和59年1月18日生まれ、今年
36才のねずみ年の年男でいらっしゃいます。地元
君津で生まれ、君津RCで出前教室を行っている周
西小に入学、そして周西南中、地元の高校へ進学と
生枠の君津っ子でございます。趣味は、スポーツ観
戦また、チームスポーツで仲間と一緒に汗を流す事
が好きだそうです。また、ゴルフもやられます。ご
家族は中学生、小学生と3人のお子様がおり、僕の
娘と同時期に周西小におり、よく運動会で一緒にな
り、とても子煩悩なお父さんだなぁって印象があり
ます。お酒は飲まれないそうですが、そういった場
では皆と楽しくされるとても格好良い青年です。
2002年に安房運輸株式会社に入社され、2017年
同社執行役員に就任し、その時には湾岸高速運輸の
取締役を兼任しており、2019年6月湾岸高速運輸株
式会社 代表取締役社長となり、現在に至っており
ます。きっとこの先君津ロータリークラブには、な
くてはならない存在になってくれると思っておりま
す。
どうか先輩方、温かく迎えて頂き石川偉夫さんを
宜しくお願い致します。
入会式
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親睦委員会
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地区米山記念奨学委員会
山本美代子様
地区米山記念奨学委員会の
山本と申します。
本日、髙橋委員と一緒に同
行させて頂きました。
奨学生の卓話の前に5分ほどお
時間頂戴したいと思います。
日頃より、温かいご理解、
ご協力を頂きましてありがと
うございます。米山記念奨学
会の主な目的は、奨学生育成と寄付額増進です。
育成というところでは、将来奨学生たちが日本と
世界を結ぶ懸け橋となって国際社会で活躍をして、
ロータリーの良き理解者となる人材を育成しており
ます。
今までは、奨学期間が終わりますと、母国に帰
り両国の懸け橋となって活躍しておりましたが、
今は、変わってきました。日本で就職をして、働け

るうち働いて沢山の経験、知識を身に付けて、しば
らくは日本に留まる奨学生が多くなりました。これ
は、奨学生とカウンセラーの人間関係の構築が深ま
り、いい形が深まっているからと思っております。
本日の奨学生、フォンさんも今年2年目の奨学生
ですが、日本で就職が決まっております。しばらく
日本で働いて母国に帰りましたら、ロータリークラ
ブを立ち上げてクラブを通してベトナムに貢献して
いきたいと申しております。
母国を愛し、日本を愛し、正に両国を結ぶ懸け橋
となって活躍されることと思います。
寄付額について、少し触れさせて頂きます。寄付
に関しましては、米山は2種類あります。普通寄付
と特別寄付です。普通寄付は、皆様ご存知のとおり
クラブを通して会員数分半期に一度 ご送金頂いて
おります。特別寄付は、いつでもいくらでも、ご寄
付ができる任意の寄付になります。
漆原ガバナーは、個人一人当たり平均15,000円を
掲げておられますので、ご尽力頂けましたら嬉しく
思います。
次年度はお陰様で、プラス4名の奨学生の受け入
れ枠が増えました。皆様方のご協力が形になったも
のと感謝申し上げます。
引き続き、皆様からの温かいご支援を宜しくお願
いします。
外部卓話「ベトナムから日本への留学」について
米山奨学生
ファム テイ フォン様
皆様、こんにちは！私は、
米山ロータリー奨学生のファ
ム ティ フォンと申します。市
原中央ロータリークラブに大
変お世話になっております。
出身国はベトナムです。日本
に来て、5年目になりました。
現在、千葉県八千代市にある
秀明大学の観光ビジネス学部
の4年生です。
本日、君津ロータリークラブにお伺いして、卓話
をさせていただくのを楽しみにしておりました。
20分ほどの卓話ですので、長いスピーチとなりま
す。私も頑張って用意して参りましたが、日本語が
まだ未熟なものなので、うまくできなくても皆様の
お心に少しでも残るお話が出来たらと幸いです。本
日はどうぞよろしくお願いいたします。
卓話の流れとしましては、まず私の故郷について
の説明、次に家族の紹介、私の留学生活、そして、
米山ロータリー奨学生になった私が今後どうしてい
きたいのかについてお話ししたいと思います。(で

は映像に移ります。)
まずは私の故郷についてご紹介いたします。私の
ふるさとは、ベトナムの中部にあります。ホイアン
とダナンの真ん中らへんにあります。ホイアンは
古い町並みで、1999年に世界遺産に認定されまし
た。
ダナンについても少し話させていただきます。戦
争時代に、アメリカ軍隊に占領された地域ですが、
ここ数年発展し、国内外でも人気な観光地になって
います。なぜかというと、ダナンには川にたくさん
の立派な橋が架かっていますし、きれいな海もたく
さんありますし、珍しい野生動物が住んでいる山も
あります。自然環境に非常に恵まれています。ま
た、物価が安く、治安が良く、リゾート地としても
よく知られているからです。
続いて、私の家族についてお話しします。家族は
4人です。母、兄、妹、そして私です。兄は結婚し
ていて、子供が2人います。妹は高校3年生です。
家族みんな仲良しです。兄は小さいころから私と妹
を可愛がってくれています。小学校の時は、学校に
よく連れて行ってくれたり、色々な果物を取ってく
れたり、一緒に遊んでくれたりしました。私たち姉
妹にとって、素敵な兄で、大好きです。父がいない
ので、母が女手一つで私たちを育ててくれました。
いつも一人で家庭のことを抱えて苦労してきた母
に、本当にいつも心の底から感謝しています。私の
人生はそんな母から大きな影響を受けました。
今、自立した生活ができているのは母のおかげで
す。そして、5年前に日本に留学に来ることができ
たのもすべて母のおかげです。
当時、ベトナムの大学に入学する直前だった私
は、母に「日本に留学はどう？」と言われた瞬間、
全身に、ビビッと何か電気が通ったような感じが
しました。「ええ？お母さん、冗談言ってないよ
ね？」と大声でいいました。母は「少し考えてみ
て、ベトナムの大学に入学するか日本に留学する
か。」と言いました。しばらく、落ち着いて考えて
みようと、日本について色々調べてみました。そし
て私は、日本に留学することを決めました。日本へ
の留学のきっかけは日本のアニメや漫画が好きだっ
たからとか、若いうちに海外で暮らしてみたいから
などというものではありませんでした。正直に申し
ますと、私の場合は、ダナン外語大学の日本語専攻
に受かったことと先進国である日本での考え方や働
き方や社会の動きなどを学ぶことは、自分の将来の
夢に役立つはずだと考えたからです。
では、次に日本で実際に留学生活を体験して、新
しい自分を発見したことについてお話します。
初めて日本に来て、びっくりしたのは交通です。
信号がない道を渡ろうとすると、車はいつも止まっ

てくれます。画像のように、ドライバーの方は「さ
きにどうぞ」と言ってくれますので、歩行者を優先
する日本のマナーは優しいマナーだなと思い、感動
しました。これについてはベトナムはちょっと違い
ますね。道を渡るときは注意しなければバイクにぶ
つかってケガをしてしまいます。
次にびっくりしたのは電車はいつも時刻表通りに
動くことです。初めて電車を使ったときに、とって
もびっくりしました。「ええ？こんな時間にぴった
りに来るの？」と思ったぐらいです。ベトナムの公
共交通機関はバスです。日本と違って、あまり時刻
表通りに来ません。そういう驚きが山ほどあります
ので、語り切れません。まだまだお話ししたいこと
がありますが、今日はあきらめます！！！！
もっと日本の文化を知りたくて、大学の活動や日
本人との交流会や国際交流イベントなどにたくさん
参加しています。特に、2018－2019年度チーバく
ん大使に任命され、千葉県のいろいろな地域を巡り
ました(説明)画像のように。このように日本の様々
な文化体験をし、さらに日本のおもてなしの精神、
考え方を深く理解できたように感じます。その精神
の基本は人に対するお気遣いです。日本人は何をす
るときでも、自分のことを考えるよりもまず相手の
ことを考えることが多いように思います。この素晴
らしい精神を身につけたいです。今後も多くの活動
に参加していきたいと思います。将来はベトナムと
日本の架け橋となり、日本で学んだことをベトナム
の人々に伝えていきたいと思っています。
さて、2019-2021年度に米山ロータリー奨学生に
選ばれたことは本当に何より嬉しく思います。この
奨学金はお金をいただいているだけではなく、世話
クラブでロータリアンや委員会などの多くの立派な
方々と触れ合うことができます。この場で、リー
ダーシップの精神や社会人としてのあり方などを学
ぶことができ、お金以上の計り知れない体験を得ら
れていると感じています。普通の学生が参加できな
いような国際的なイベントにもたくさん参加するこ
とができ、たくさんの新しい出会いもできました。
非常に幸いと存じます(画像の通りです)。これらの
体験を将来に生かして、使いこなせるように、今後
とも一生懸命学んでいきたいです。
さらに、この奨学金を選んだ理由は、米山ロー
タリー奨学金ならではの独特な制度があるからで
す。それはカウンセラー制度です。奨学生になって
から、一年半ぐらい経ち、多くのカウンセラーがい
らっしゃることと世話クラブがあることは本当にと
ても良いことだと感じています。この一年半、大倉
先生にいろいろ支えていただいて、とても助かって
おります。嬉しいことがたくさんありました。例え
ば、日本の文化をもっと理解できるように、日本の

代表的なスポーツの野球の試合を見るチャンスを下
さったり(東京ドームにて令和元年野球試合)、まだ
社会知識が未熟な私に食事のマナーや目上の人と付
き合い方などの礼儀を丁寧に教えてくださったりし
ます。また、違うクラブのロータリアンの方々と交
流する機会を作っていただいたりします。それに、
日本語検定試験やスピーチコンテストなどに参加す
るときに、いつも応援してくださいますので、本当
にお父さんのような存在です。心の底より本当に感
謝しております。他に、市原中央RCの田仲さんと
いうロータリアンの方にもいろいろお世話になって
います。日本のまだ行ったことがない有名な観光地
や登山などにもたくさん連れて行っていただいたり
しました。例えば、鎌倉や筑波山などです。田仲さ
んは二人目のカウンセラーといえます。
そして、奨学金をいただいてから、勉強する時間
を増やすことができました。そのおかげで、日本語
能力試験(JLPT)一級(N１)やビジネス日本語検定一
級などに合格することができ、また観光ビジネス学
部、日本人と留学生の中、優秀賞を受賞したなどで
す。さらに、オークラホテルの内定をいただき、就
職先も決まりました。勉学以外にロータリーの研修
会や活動などに積極的に参加しながら、大学のダン
スサークルと国際交流サークルに所属し、地域のボ
ランティアや交流イベントなどにも参加し、充実し
た留学生活を送っています。この貴重な奨学金を有
効に使い、将来の可能性をさらに広げたいと思って
おります。米山ロータリー奨学金に本当に感謝して
います。
奨学生期間が終わったとしても、カウンセラー
と連絡を取り、世話クラブのイベントや活動など
に積極的に参加します。ローターアクトや学友会に
入り、ロータリーファミリーの一員として、日本と
ベトナム、日本と世界の架け橋になり、国際的な社
会貢献活動もできるだけ参加したいと思います。ま
ずは職業を安定させ、経験を積み、30歳になる前
に、ベトナムでの初国際ロータリークラブを設立の
目標として頑張っていきます(ベトナムにはまだ国
際ロータリークラブがないので)。そして、次世代
を支える役目を果たしたいと思っています。
これで卓話は以上になります。
ご静聴ありがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
石川偉夫会員、入会おめでとうござ
います。地区米山委員の山本様、高
橋様、米山奨学生のフォン様、ご来
訪ありがとうございました。
福田 順也
米山奨学生 ファムテイフォン様、
卓話ありがとうございました。石川

谷口

弘志

廣田

二郎

原田

健夫

中村

圭一

中野

賢二

釼持

純一

日野

千博

芝﨑

均

内山貴美子

鈴木

荘一

様、ようこそ君津ロータリークラブ
へ。共にロータリー活動に励みま
しょう。
記念日のお花を頂き、誠にありがと
うございました。米山奨学生ファム
テイフォン様、貴重な卓話ありがと
うございました。
記念日のお花ありがとうございまし
た。いつの間にか30年です。訳あっ
て家内と二人暮らしになってしま
い、記念日の花で会話が弾んで不思
議な感じでした。米山OBのフーチ
ン君、付っ君、両者とも元気に年末
を迎えています。
綺麗なお花が届きました。妻と二人
で眺めて、35年目の結婚記念日を過
ごす事が出来ました。ありがとうご
ざいました。
ご無沙汰しており、誠に申し訳ござ
いませんでした。先月は私の記念日
のプレゼントを頂き、妻が大変喜ん
でおりました。まだまだ新型コロナ
絡み等の心配事は続きますが、適切
な対処を取り、日常を取り戻して参
りましょう。
本日も席替え抽選は、はずれまし
た。100回は引いていると思いま
す。名前がトランポリンみたいな人
だったら、抽選に不正があったと訴
えていると思います。
記念日のお花ありがとうございま
す。明日より愛妻とGoToトラベル
に行って来ます。
記念日に花束が贈られました。あり
がとうございました。贈って来て頂
くまで結婚記念日を忘れてまして、
奥さんからの言葉に改めて29年間の
感謝を伝える事が出来ました。
ファムテイフォン様、卓話ありがと
うございました。日本での留学頑
張って下さい。
久しぶりの千成でのお食事、美味し
かったですネ！ファムテイフォン
様、本日は卓話ありがとうございま
す。コロナ禍の中で、異国での生活
は大変だと思いますが頑張って下さ
い。石川様、ご入会おめでとうござ
います。共にロータリー活動頑張り
ましょう！
本日は米山奨学生選考のオリエン

藤平

洋司

宮嵜

慎

内山

雅博

秋元ゆかり
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雄一

小幡

倖

秋元

政寛

永嶌

嘉嗣

阿部

輝彦

早見

秀一

大森

敏隆

遠田

祐治

坂本

直樹

テーションの為、欠席します。
ファムテイフォン様、本日は卓話あ
りがとうございました。
昨日は宮中にて「立皇嗣の礼」があ
り、とてもおめでたい気持ちになり
ました。季節の変わり目なので、皆
様お身体をご自愛下さい。
米山奨学生 ファムテイフォンさん
ようこそ君津ロータリークラブへ！
石川会員、これから宜しくお願い致
します。
皆様こんにちは。先日、久しぶりの
ゴルフコンペに参加し、ドライバー
とカウンターを忘れて大笑いされま
した。明日はチャリティーコンペな
ので、忘れずにバッグに入れまし
た。芝刈り頑張って来ます。
米山記念奨学委員 山本様、高橋
様、奨学生 ファムテイフォン様、
ご来訪ありがとうございます。
久しぶりの千成さんの食事、ご馳走
様でした。落ち着きました。イノシ
シの罠猟をスタート。3月までに何
頭のイノシシを頂けるか楽しみです
が、頭の良いイノシシさんですので
上手く運ぶか期待と不安です。
ファムテイフォン様、卓話ありがと
うございました。
石川会員にR情報させて頂きまし
た。隈元さんの話しが大変わかりや
すく勉強になりました。お弁当も美
味しかったです。
小糸川に白いさぎと黒いさぎ、鴨の
数も20羽と鳥が目を楽しませてくれ
ます。自然って良いですね。
新入会員 石川会員、とうぞ宜しく
お願い致します。米山奨学生 ファ
ムテイフォン様、貴重な卓話ありが
とうございました。
米山奨学生のファムテイフォン様、
貴重な卓話ありがとうございまし
た。
そろそろ年賀状を準備する季節とな
りました。今年はどんな年賀状にし
ようかなぁ。
習志野中央RC 山本様、船橋西RC
高橋様、市原中央RC 米山奨学生
ファムテイフォン様、ご来訪ありが
とうございます。石川会員、今日か
ら“ロータリアン”一緒に頑張って行

大森

俊介

篠塚

知美

大木

建樹

坂井佳代子

谷

村上

浩司

進

武田富士子

黒岩

靖之

別府

明人

隈元

雅博

きましょう。
人生初の人間ドッグを受診しまし
た。詳細は一ヶ月後程らしいのです
が、簡単な検査後の説明では問題無
しとの事でホッとしています。
ファムテイフォンさん、ご来訪あり
がとうございます。また貴重な卓話
ありがとうございます。私の記念
日、誕生日の皆様おめでとうござい
ます。本日、席替え抽選で初めて当
たりましたー。ありがとうございま
す。
ファムテイフォン様、卓話ありがと
うございました。
皆さん、こんにちは。山本様、高橋
様、ようこそ君津ロータリークラブ
へ。ファムテイフォン様、卓話あり
がとうございました。
石川偉夫会員、晴れて君津ロータ
リークラブへの入会おめでとうござ
います。ファムテイフォン様、卓話
ありがとうございました。今例会よ
り、千成様のとても美味しいお弁当
を頂く事が出来て良かったです。あ
りがとうございました。
フォンさん、卓話ありがとうござい
ました。石川様、今後共宜しくお願
い致します。
千倉へ行って来ました。親戚の結婚
祝いに行ったのですが、美味しい食
事をご馳走になって来ました。伊勢
海老のお味噌汁は絶品でした。一尾
丸々入っていて良いだしが出ていて
身もぎっしり。とても美味でした。
我、叔母の料理です。伊勢海老の漁
獲量第1位は千葉県だそうです。来
月より伊勢海老の差し入れを何回か
頂き、とても幸せものです。皆様に
はお分け出来ませんが･･･
地区米山記念奨学会 山本委員、高
橋委員、米山奨学生 ファムテイ
フォン様、ようこそ君津RCへ。
石川様、ようこそ君津ロータリーク
ラブへ。ファムテイフォン様、卓話
ありがとうございました。
地区米山委員 習志野中央RC 山
本美代子様、船橋西RC 高橋久子
様、米山奨学生 ファムテイフォン
様、ようこそ君津RCへ。また素晴
らしい卓話もありがとうございまし

岡野

祐

石川

偉夫

た。石川さん、これから共にロータ
リー活動を頑張って参りましょう！
先日、木更津ワシントンで新昭和50
周年特別ディナーを頂きました。絶
品でした。お花もありがとうござい
ました。これでまた一年持ちそうで
す。
本日、石川偉夫さんを紹介させて頂
きました。皆様、宜しくお願い致し
ます。
本日から入会させて頂きました。石
川偉夫と申します。皆様の仲間とな
れるように頑張ります。宜しくお願
い致します。

